
新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【北海道】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

アルファコート株式会社
札幌市中央区南1条西7丁目1番地3
アルファ南1条ビル5階

不動産業、物品賃貸業 http://www.alphacourt.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社キメラ 室蘭市香川町24-16 製造業 http://www.chimera.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社釧路製作所 釧路市川北町9番19号 製造業 http://kushiro-ses.co.jp
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１９年度

株式会社残間金属工業 釧路郡釧路町国誉5-12-1 製造業 https://www.zanma.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

新栄クリエイト株式会社 札幌市中央区北12条西15-4-1 卸売業、小売業 http://www.shin-ei-k.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社ズコーシャ 帯広市西18条北1丁目17番地
学術研究、専門・技術サー
ビス業

https://zukosha.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

大丸株式会社 札幌市白石区菊水3条1丁目8-20 卸売業、小売業 http://www.daimaru-inc.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社道央メタル 美唄市東5条南6丁目7番28号 製造業 http://www.douou-metal.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

トーワ計装株式会社 釧路市鳥取大通5-1-17 建設業 http://www.towatec.co.jp/wp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ニッコー 釧路市鶴野110-1 製造業 https://www.k-nikko.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社ＨＡＲＰ
札幌市中央区北1条西6丁目1-2
アーバンネット札幌ビル3階

情報通信業 https://www.e-harp.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

菱エステイ島本鉄工株式会社 釧路市仲浜町2-23
サービス業
（他に分類されないもの）

http://kecst946.ec-net.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

北海道運搬機株式会社 札幌市西区発寒16条13丁目7-11 卸売業、小売業 http://www.kurinet.co.jp/hcm/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社松本鐵工所 苫小牧市晴海町28-1 製造業 http://www.matsumoto-tekkosho.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社萬世閣 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉21番地 宿泊業 https://manseikaku-hotels.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社水野染工場 旭川市大雪通３丁目488-26 製造業 https://www.hanten.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【青森県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

アンデス電気株式会社 八戸市桔梗野工業団地１丁目３番１号 製造業 https://www.andes.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社栄研 弘前市藤野１-４-１ 製造業 https://eiken-smile-meal.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社川賢 三沢市岡三沢２-８-７ 卸売業、小売業 https://kawakenfarm.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社熊谷建設工業 むつ市中央一丁目5-7 建設業 http://www.kumagai-kk.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

サンライズ産業株式会社 弘前市大字一町田字早稲田８６３ 運輸業、郵便業 https://www.sunrisesangyo.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社タカシン 平川市町居稲村193-1 製造業 https://www.takasin.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社西田組 青森市荒川字柴田102番地1 建設業 http://www.nishidagumi.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

ニッコーム株式会社 三沢市南町3-31-2640 製造業 https://www.nikkohm.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

三浦建設工業株式会社 八戸市大字鮫町字高森30-8 建設業 http://www.miurakk.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

三八五流通株式会社 八戸市長苗代字上中坪35-1 運輸業、郵便業 http://www.miyago.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社吉田石油 八戸市長苗代元木23-25 卸売業、小売業 https://www.ys-energy.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【岩手県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

一沢コンクリート工業株式会社 久慈市長内町37-6-1 製造業 https://www.ichisawa-con.net/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社遠忠 八幡平市大更第２４地割８番地の１の5 建設業 http://enchu.com/ 地域未来牽引企業 ２０１９年度

株式会社千厩マランツ 一関市千厩町千厩字下駒場254 製造業 http://www.senmaya-marantz.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社タカヤ 盛岡市本宮５-５-５ 建設業 https://takaya-net.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社中央コーポレーション 花巻市東宮野目11-5 製造業 http://www.e-chuoh.com 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社東亜電化 盛岡市渋民字岩鼻20-7 製造業 https://toadenka.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社中原商店 盛岡市稲荷町12-5 飲食サービス業 http://www.pyonpyonsya.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

日本住宅株式会社 盛岡市津志田中央1-3-28 建設業 http://www.nihonjutaku.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

宮城建設株式会社 久慈市新中の橋4-35-3 建設業 https://miyaginet.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【宮城県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社おてんとさん 大崎市古川休塚南田9 卸売業、小売業 http://www.otentosun.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社カネダイ 気仙沼市川口町1-100 製造業 http://www.kanedai-kesennuma.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

加美電子工業株式会社 加美郡加美町字下野目雷北６ 製造業 http://www.kamidenshi.com 地域未来牽引企業 ２０１７年度

北上電設工業株式会社 石巻市末広町２-１０ 建設業 http://kitakami.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

キョーユー株式会社 遠田郡美里町関根字新苗代江149-1 製造業 https://kyoyu.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ケーエス 大崎市古川飯川字十文字３３番地 卸売業、小売業 https://ks-agri.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

気仙沼ほてい株式会社 気仙沼市本浜町一丁目43番1 製造業 https://www.kesennumahotei.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社C&A 仙台市青葉区一番町1-16-23 製造業 https://www.c-and-a.jp グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社スクリブル・デザイン 宮城郡利府町菅谷字赤坂5-3 製造業 http://www.scribble-inc.com 地域未来牽引企業 ２０１８年度

東杜シーテック株式会社 仙台市宮城野区銀杏町31-24
学術研究、専門・
技術サービス業

http://www.tctec.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ヒルズ 大河原町新寺字山鳥215-3 農業、林業 https://www.hill-s.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社北光 栗原市高清水下佐野23番地 製造業 https://www.t-hokkoh.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

メルコジャパン株式会社 亘理郡山元町坂元字大森1-32 製造業 http://www.melco-susnet.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ユーメディア 仙台市若林区土樋103番地 製造業 https://www.u-media.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１７年度

株式会社渡辺サービスセンター 岩沼市下野郷字新拓170-1 建設業 http://www.w-sc.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【秋田県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

佐田建設工業有限会社 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山55-2 建設業 http://www.sataken.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社沢木組 男鹿市船川港船川字海岸通り２号６番地２ 建設業 http://www.sawakigumi.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

中田建設株式会社 秋田市山王5-9-2 建設業 http://www.nakata-k.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

能代電設工業株式会社 能代市浜通町1-45 建設業 http://noden.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

響屋大曲煙火株式会社 大仙市長戸呂字ハサバ長根1-5 製造業 https://www.hibikiya.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

北光金属工業株式会社 秋田市向浜1-7-1 製造業 http://www.hokkoo.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社三井光機製作所 秋田市河辺戸島字七曲台120-21 製造業 http://www.mitsui-om.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【山形県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社青葉堂印刷 米沢市アルカディア1丁目808-22 製造業 https://www.aobado.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

アリオンテック株式会社 山形市みはらしの丘2-37-1 製造業 http://www.aliontek.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社いそのボデー 山形市西越25 製造業 https://www.isono-body.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社エースジャパン 東根市東根甲5850-1 製造業 http://www.acejp.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

太田産商株式会社 鶴岡市大宝寺字立野503-1 製造業 https://www.otasansho.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

オリエンタルカーペット株式会社 東村山郡山辺町大字山辺21番地 製造業 https://yamagatadantsu.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社カトーコーポレーション 上山市阿弥陀地字旱田705-1 卸売業、小売業 http://www.katoo.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

黒澤建設工業株式会社 山形市花楯2-9-21 建設業 http://www.kurosawa-kensetu.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社サニックス 山形市十文字812 製造業 https://www.sanics.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１９年度

サンフウ精密株式会社 山形市くぬぎざわ西1-5 製造業 https://sanfu-seimitu.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社山陽精機 尾花沢市延沢1081-1 製造業 https://www.sanyoseiki.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

サンリット工業株式会社 長井市今泉1371番地 製造業 http://sunlit-ind.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

竹本産業株式会社 飽海郡遊佐町藤崎字茂り松157-31 製造業 http://takemoto-sangyo.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社でん六 山形市清住町3-2-45 製造業 http://www.denroku.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社マイスター 寒河江市中央工業団地156番地1 製造業 http://ymeister.co.jp
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１３年度

明立工業株式会社 東根市神町西2-2-15 製造業 http://www.meiritsu-kogyo.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【山形県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

山形食品株式会社 南陽市漆山1176-1 製造業 https://www.ym-foods.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社山形メタル 新庄市大字福田字福田山711-17 製造業 http://www.y-metal.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ヤマコン 山形市大字十文字字天神東770 建設業 http://www.yamacon.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.ym-foods.co.jp/
http://www.y-metal.co.jp/
http://www.yamacon.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【福島県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

有限会社飯田製作所 本宮市糠沢字水上21-2 製造業 https://iidaf.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

大田精工株式会社 いわき市好間工業団地18-1 製造業 http://ohtaseiko.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社北日本金型工業 会津若松市河東町浅山字仲田40-1 製造業 https://www.njmould.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社サクラテック 白河市中町8 製造業 http://www.sacra-tech.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社サンライト 二本松市渋川字蛇森１-２ 製造業 https://www.sun-lt.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

竹内精工株式会社 いわき市泉町黒須野字江越246-16 製造業 http://www.tsklmb.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

田村建材株式会社 いわき市内郷綴町金谷1-7 建設業 http://www.tamurakenzai.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

有限会社塚原製作所 石川郡浅川町大字簑輪字大代1-47 製造業 地域未来牽引企業 ２０２０年度

トーニチ株式会社 福島市瀬上町字新田中通1-3 製造業 http://www.tohnichi-web.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

林精器製造株式会社 須賀川市森宿字向日向４５番地 製造業 http://www.hayashiseiki.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

フロンティア・ラボ株式会社 郡山市菜根4-16-20 製造業 https://www.frontier-lab.com/jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ミヤタ 西白河郡泉崎村大字泉崎字山神山8-1 製造業 http://miyatafc.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社八幡屋 石川町大字母畑字樋田75-1 宿泊業 http://www.yahataya.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

－

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【茨城県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社アトック 常総市水海道淵頭町2952 製造業 https://www.atock.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社安秀工業 筑西市森添島1916-1 製造業 http://www.ansyu.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社牛久製作所 牛久市牛久町504-1 製造業 https://ushiku-works.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

海老根建設株式会社 大子町大子1835-2 建設業 http://www.ebine.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

岡田鈑金株式会社 小美玉市三箇207-1 製造業 https://okadabankin.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社カドワキ 日立市留町2435-17 製造業 http://www.kadowaki-net.com 地域未来牽引企業 ２０１８年度

川崎鍛工株式会社 古河市下片田1023-4 製造業 https://kawatan.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社菊池精器製作所 ひたちなか市高場1730-3 製造業 http://www.kikuchiseiki.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

栗田アルミ工業株式会社 土浦市北神立町4-5 製造業 http://www.kurita-al.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社タイショー 水戸市元吉田町1027番地 製造業 https://www.taisho1.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

東鉱商事株式会社 日立市幸町1-3-8 卸売業、小売業 http://www.tokoshouji.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

東洋平成ポリマー株式会社 かすみがうら市下稲吉2591 製造業 http://www.toyo-heisei.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【茨城県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

日興建設株式会社 高萩市安良川915-4 建設業 http://www.nikkou-kk.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

日本エクシード株式会社 常総市内守谷町4382-4 製造業 http://www.nihon-exceed.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社堀田電機製作所 日立市石名坂町2-43-9 製造業 http://www.hottadenki.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社宮本冷機 ひたちなか市山崎30 建設業 http://www.miyamoto.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社ユードム 水戸市城南１-５-１１ 情報通信業 https://www.udom.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社ヨシダ 水戸市六反田町1279番地の1 製造業 https://ysd-k.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.nikkou-kk.co.jp/
http://www.nihon-exceed.co.jp/
http://www.hottadenki.co.jp/
http://www.miyamoto.co.jp/
https://www.udom.co.jp/
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【栃木県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社荒川建設 那須烏山市田野倉192-1 建設業 https://www.araken.net/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

岩村建設株式会社 宇都宮市御幸本町4736-21 建設業 https://www.iwamura-net.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

桑名商事株式会社 真岡市寺内1493-1 製造業 http://www.kuwana907.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社古賀 鹿沼市流通センター35番地 卸売業、小売業 http://www.eg-koga.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社サカエ工業 栃木市大平町西野田614 製造業 http://www.sakae-k.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社三本松茶屋 日光市中宮祠2493 卸売業、小売業 http://www.sanbonmatsu.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

篠崎建設株式会社 佐野市大橋町1366番地 建設業 http://www.shino-ken.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社すが野 下都賀郡壬生町大字壬生甲3127 製造業 https://www.sugano-foods.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社大正光学 鹿沼市深程124 製造業 http://www.taisyou-op.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

日冷工業株式会社 栃木市大平町真弓1570番地 製造業 http://www.nichirei.net/index.html 地域未来牽引企業 ２０１５年度

日光金属株式会社 矢板市片岡2066-2 製造業 http://www.nikko-kinzoku.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

芳賀通運株式会社 真岡市鬼怒ケ丘8-3 運輸業、郵便業 http://www.hagatu.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

村田発條株式会社 宇都宮市平出工業団地20-4 製造業 http://murata-spring.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【群馬県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社アドテックス 高崎市倉賀野町2454-1 製造業 http://www.adtex.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社栄久 伊勢崎市境上矢島670-2 生活関連サービス業 https://eikyu-g.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社サイテックス 太田市吉沢町608-2 製造業 http://www.sytecs.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ジョーシン・シャックス 高崎市上佐野町701
サービス業
（他に分類されないもの）

http://www.joshinshax.com 地域未来牽引企業 ２０１７年度

鈴木工業株式会社 太田市西新町135番地8 製造業 http://www.suzuki-kg.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

第一工業株式会社 伊勢崎市西小保方町336 建設業 http://www.daiiti-k.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

千代田工業株式会社 太田市沖野町457-4 製造業 https://www.cydnet.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社鐵建 藤岡市東平井1410-4 製造業 http://www.tekken-k.com 地域未来牽引企業 ２０１８年度

東栄化学工業株式会社 伊勢崎市香林町2-1284 製造業 http://www.toeikagaku.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

鳥山畜産食品株式会社 渋川市渋川1137-12 製造業 http://www.akagi-beef.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社中沢ヴィレッジ 吾妻郡草津町草津618番地 宿泊業 https://www.hotelvillage.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選
地域未来牽引企業

２０１９年度
２０２０年度

山口精機株式会社 富岡市富岡779 製造業 https://www.yamaguchi-seiki.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

雪国アグリ株式会社 沼田市久屋原町143-3 製造業 http://www.yukiguni-aguri.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【埼玉県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

アサヒロジスティクス株式会社 さいたま市桜木町1-10-17 運輸業、郵便業 http://www.asahilogistics.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社industria 入間市宮寺2700 製造業 http://industria.co.jp/
地域未来牽引企業
グローバルニッチトップ企業１００選

２０１７年度
２０２０年度

エコデザイン株式会社 比企郡小川町上古寺510-1 製造業 https://www.ecodesign-labo.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

コージンバイオ株式会社 坂戸市千代田5-1-3 製造業 http://www.kohjin-bio.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社小金井精機製作所 入間市狭山台4-16-13 製造業 http://www.koganeiseiki.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

小原歯車工業株式会社 川口市仲町13-17 製造業 https://www.khkgears.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ジェイ・オー・シー羽生 羽生市小松台1-603-36 製造業 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社シバサキ製作所 大里郡寄居町桜沢1560-30 製造業 https://www.shibasaki-ss.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社シンミドウ さいたま市大宮区桜木町4-244-1
学術研究、専門・
技術サービス業

https://www.sinmido.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

高橋ソース株式会社 本庄市大字下野堂604-7 製造業 https://www.takahashisauce.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社チバダイス 八潮市大曽根414 製造業 https://recruit-chibadies.com/ 地域未来牽引企業 ２０１９年度

株式会社名取製作所 上尾市愛宕3-15-14 製造業 http://www.natori-mnf.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

日本自動機工株式会社 さいたま市浦和区岸町7-1-7 製造業 http://www.jido-kiko.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

増木工業株式会社 新座市野火止三丁目10番7号 建設業 http://masuki.net/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１９年度

株式会社武蔵野ロジスティクス 入間郡三芳町上富167 運輸業、郵便業 https://ms-logi.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

－

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【千葉県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社アイ・メデックス 千葉市花見川区宇那谷町1504-6 製造業 https://www.imedex.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

赤星工業株式会社 市原市八幡海岸通5-4 製造業 http://www.akahoshi.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社カナヤ食品 旭市鎌数9163-25 製造業 http://www.kanayafoods.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ニチオン 船橋市栄町2-12-4 製造業 http://www.nition.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ファソテック
千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデン棟21階

サービス業
（他に分類されないもの）

https://www.fasotec.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社プラントベース 成田市三里塚53-2 建設業 http://plant-base.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ホソヤコーポレーション 佐倉市太田2056番地 製造業 https://ssl.hosoya-c.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

山一興産株式会社 浦安市北栄4-20-10 建設業 https://www.yamaichikousan.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.imedex.co.jp/
http://www.akahoshi.co.jp/
http://www.kanayafoods.co.jp/
http://www.nition.jp/
https://www.fasotec.co.jp/
http://plant-base.com/
https://ssl.hosoya-c.co.jp/
https://www.yamaichikousan.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【東京都】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社アトム精密 八王子市571-1 製造業 https://www.atom-group.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１８年度

新井ハガネ株式会社 墨田区立川2-9-8 卸売業、小売業 https://www.araihagane.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

FSX株式会社 国立市泉1-12-3 製造業 http://www.fsx.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社上島熱処理工業所 大田区仲池上2-23-13 製造業 http://kamijima.co.jp
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１４年度

小島電機工業株式会社 北区田端新町2-8-11 卸売業、小売業 http://www.kojima-denki.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社古田土経営 江戸川区西葛西5-4-6
学術研究、専門・技術サー
ビス業

https://www.kodato.com/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１６年度

株式会社JEOL RESONANCE 昭島市武蔵野3-1-2 製造業
https://www.jeol.co.jp/corporate/outline/dome
stic_relative/jri01.html

グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

有限会社関鉄工所 大田区大森西4-17-27 製造業 http://sekiiron.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ダンクソフト 千代田区神田鍛冶町3-7-1 情報通信業 https://www.dunksoft.com
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１６年度

東洋合成工業株式会社 台東区浅草橋1-22-16 製造業 http://www.toyogosei.co.jp グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社ニシカワ 東大和市高木3-351-1 製造業 https://www.nishikawa-gr.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

日進工具株式会社
品川区大井1-28-1
住友不動産大井町駅前ビル6F

製造業 https://www.ns-tool.com/ja/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

フォスター電機株式会社 昭島市つつじが丘1-1-109 製造業 https://www.foster.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０２０年度

株式会社フルヤ金属 豊島区南大塚2-37-5 製造業 http://www.furuyametals.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

丸源飲料工業株式会社 墨田区立花4-7-8 製造業 https://www.marugen.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社メトロール 立川市高松町1-100 製造業 https://www.metrol.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１４年度

株式会社森清化工 墨田区八広1-30-9 製造業 https://www.morisei-kako.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.atom-group.co.jp/
https://www.araihagane.co.jp/
http://www.fsx.co.jp/
http://kamijima.co.jp/
http://www.kojima-denki.co.jp/
https://www.kodato.com/
https://www.jeol.co.jp/corporate/outline/domestic_relative/jri01.html
https://www.jeol.co.jp/corporate/outline/domestic_relative/jri01.html
http://sekiiron.com/
https://www.dunksoft.com/
http://www.toyogosei.co.jp/
https://www.nishikawa-gr.com/
https://www.ns-tool.com/ja/
https://www.foster.co.jp/
http://www.furuyametals.co.jp/
https://www.marugen.com/
https://www.metrol.co.jp/
https://www.morisei-kako.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【東京都】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

UTエイム株式会社 品川区東五反田1-11-15 電波ビル6階
サービス業
（他に分類されないもの）

https://www.ut-aim.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

理化工業株式会社 大田区久が原5-16-6 製造業 https://www.rkcinst.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.ut-aim.co.jp/
https://www.rkcinst.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【神奈川県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

アイフォーコム株式会社 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-11 情報通信業 https://www.iforcom.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社旭商工社 横浜市西区平沼1-7-10 卸売業、小売業 http://www.kkamic.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社栄和産業 綾瀬市吉岡東4-15-5 製造業 http://www.eiwa-sangyou.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１９年度

株式会社共栄製作所 秦野市曽屋114 製造業 http://kyoei-seisakusho.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社協同インターナショナル 川崎市宮前区宮崎2-10-9 卸売業、小売業 http://www.kyodo-inc.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ソディック 横浜市都筑区仲町台3-12-1 製造業 https://www.sodick.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社ニューフレアテクノロジー 横浜市磯子区新杉田町8-1 製造業 http://www.nuflare.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

野口工業株式会社 綾瀬市小園907-1 製造業 http://nk-co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

牧野フライス精機株式会社 愛甲郡愛川町中津4029 製造業 http://www.makinoseiki.co.jp グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社マブチ
横浜市中区日本大通17番地
JPR横浜日本大通ビル3階

運輸業、郵便業 https://www.k-mabuchi.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社リガルジョイント 相模原市南区大野台1-9-49 製造業 http://www.rgl.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

レーザーテック株式会社 横浜市港北区新横浜2-10-1 製造業 https://www.lasertec.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.iforcom.jp/
http://www.kkamic.co.jp/
http://www.eiwa-sangyou.co.jp/
http://kyoei-seisakusho.co.jp/
http://www.kyodo-inc.co.jp/
https://www.sodick.co.jp/
http://www.nuflare.co.jp/
http://nk-co.jp/
http://www.makinoseiki.co.jp/
https://www.k-mabuchi.co.jp/
http://www.rgl.co.jp/
https://www.lasertec.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【新潟県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

小柳建設株式会社 三条市東三条1-21-5 建設業 https://n-oyanagi.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社サトウ産業 上越市上名柄340-1 製造業 http://www.sato-san.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

佐渡精密株式会社 佐渡市沢根23-1 製造業 http://www.sadoseimitsu.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

シマト工業株式会社 三条市柳川新田978 製造業 http://www.shimato.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社セキヤ 新潟市南区東萱場2161-1 卸売業、小売業 http://www.sekiya-eco.com 地域未来牽引企業 ２０１８年度

中村精工株式会社 三条市中新32-26 製造業 http://www.nakamuraseiko.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

ナミックス株式会社 新潟市北区濁川3993番地 製造業 https://www.namics.co.jp/
地域未来牽引企業
グローバルニッチトップ企業１００選

２０１７年度
２０２０年度

株式会社新潟食品運輸 新潟市江南区茗荷谷679-5 運輸業、郵便業 http://www.nsu365.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社野島製作所 三条市三柳13番１号 製造業 http://www.puppy-nojima.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社バイオテックジャパン 阿賀野市勝屋字横道下918-112 製造業 http://www.biotechjapan.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社ハイサーブウエノ 三条市福島新田丙2406番地 製造業 https://www.hi-serv.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社BSNアイネット 新潟市中央区米山2-5-1 情報通信業 https://bsnnet.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

フジイコーポレーション株式会社 燕市小池２８５番地 製造業 https://www.e-fujii.co.jp/index.html
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１３年度

株式会社ミツヒデ 五泉市青橋甲548 建設業 http://mituhide.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

吉田金属工業株式会社 燕市吉田西太田2078-3 製造業 https://www.yoshikin.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://n-oyanagi.com/
http://www.sato-san.jp/
http://www.sadoseimitsu.co.jp/
http://www.shimato.co.jp/
http://www.sekiya-eco.com/
http://www.nakamuraseiko.co.jp/
https://www.namics.co.jp/
http://www.nsu365.com/
http://www.puppy-nojima.jp/
http://www.biotechjapan.co.jp/
https://www.hi-serv.com/
https://bsnnet.co.jp/
https://www.e-fujii.co.jp/index.html
http://mituhide.co.jp/
https://www.yoshikin.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【富山県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

川田ニット株式会社 南砺市城端1370 製造業 http://www.kawada-knit.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

キタムラ機械株式会社 高岡市戸出町1870番地 製造業 https://kitamura-machinery.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

三晶MEC株式会社 滑川市中新1029-1 製造業 https://www.sansho-mec.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

新日本海重工業株式会社 富山市西宮町1-1 製造業 https://snhi.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社タアフ 富山市月岡町3-30 製造業 https://www.tateyama.jp/taf/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

大栄建材株式会社 射水市北高木105番地 製造業 http://www.daieikenzai.com 地域未来牽引企業 ２０１８年度

北陸アルミニウム株式会社 高岡市笹川2265 製造業 https://hokua.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

水口化成株式会社 氷見市柳田12-1 製造業 https://www.mg-kasei.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.kawada-knit.co.jp/
https://kitamura-machinery.co.jp/
https://www.sansho-mec.co.jp/
https://snhi.co.jp/
https://www.tateyama.jp/taf/
http://www.daieikenzai.com/
https://hokua.com/
https://www.mg-kasei.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【石川県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社ジェスクホリウチ 金沢市泉3-1-6 卸売業、小売業 http://www.jesk.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

TANIDA株式会社 金沢市東蚊爪町ラ２８-２ 製造業 http://tanida.co.jp/ja/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

土肥研磨工業株式会社 金沢市いなほ一丁目17番地 製造業 http://www.dohi.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社日本パーツセンター 金沢市湊3丁目12-3 製造業 http://www.n-parts.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社マルヰ 加賀市小菅波町2-36
電気、ガス、熱供
給、水道業

http://marui-grp.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

ライオンパワー株式会社 小松市月津町ツ5番地 製造業 https://www.lionpower.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.jesk.co.jp/
http://tanida.co.jp/ja/
http://www.dohi.co.jp/
http://www.n-parts.jp/
http://marui-grp.jp/
https://www.lionpower.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【福井県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

黒龍酒造株式会社 吉田郡永平寺町松岡春日1-38 製造業 http://www.kokuryu.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

武生特殊鋼材株式会社 越前市四郎丸町21-2-1 製造業 http://www.e-tokko.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ホクシン 福井市経田１-１０４ 卸売業、小売業 https://www.hokusin-web.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.kokuryu.co.jp/
http://www.e-tokko.com/
https://www.hokusin-web.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【山梨県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社アシストエンジニアリング 中央市布施2106-1
サービス業
（他に分類されないもの）

https://www.assisteng.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社木次商事 北杜市高根町箕輪新町9-3 卸売業、小売業 http://www.kitsugishouji.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

旭陽電気株式会社 甲府市大津町1566-9 製造業 http://www.kyokuyo-e.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社コイケ 中巨摩郡昭和町紙漉河原1360 製造業 https://www.koike-corp.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

コミヤマエレクトロン株式会社 南都留郡鳴沢村2278 製造業 http://www.komiyamae.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ササキ 韮崎市穂坂町宮久保1155-1 製造業 https://sasaki-inc.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

山陽精工株式会社 大月市猿橋町小沢1435 製造業 http://www.sanyoseiko.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

芙蓉建設株式会社 富士吉田市下吉田5-15-29 建設業 https://www.fuyo-kensetsu.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.assisteng.co.jp/
http://www.kitsugishouji.jp/
http://www.kyokuyo-e.co.jp/
https://www.koike-corp.co.jp/
http://www.komiyamae.co.jp/
https://sasaki-inc.co.jp/
http://www.sanyoseiko.co.jp/
https://www.fuyo-kensetsu.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【長野県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社エイティ 上田市腰越635-1 製造業 http://www.eighty.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社エーアイテック 松本市和田4010-31 製造業 http://a-i-tec.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

カネテック株式会社 上田市上田原1111 製造業 http://www.kanetec.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１９年度

株式会社協同電工 飯田市中村1255 製造業 http://www.kyodo-denko.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社協和精工 下伊那郡高森町山吹1646-5 製造業 http://www.kyowaseiko.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

サン工業株式会社 伊那市西箕輪2148-186 製造業 https://www.sun-kk.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社　城南製作所 上田市下丸子866-7 製造業 http://www.johnan-seisakusho.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

信州ハム株式会社 上田市下塩尻950 製造業 https://www.shinshuham.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社デリカ 松本市和田5511-11 製造業 http://www.delica.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１９年度

長野オートメーション株式会社 上田市下丸子401 製造業 https://www.nagano-automation.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社浜島精機 飯田市山本4075 製造業 http://www.hamashima-ss.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

有限会社ホテルさかえや 下高井郡山ノ内町大字平穏2171 宿泊業 https://e-sakaeya.jp
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１７年度

松山株式会社 上田市塩川5155 製造業 https://www.niplo.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社山岸製作所 長野市桐原2-6-21 製造業 http://www.yamagishi-s.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.eighty.jp/
http://a-i-tec.co.jp/
http://www.kanetec.co.jp/
http://www.kyodo-denko.com/
http://www.kyowaseiko.jp/
https://www.sun-kk.co.jp/
http://www.johnan-seisakusho.co.jp/
https://www.shinshuham.co.jp/
http://www.delica.co.jp/
https://www.nagano-automation.co.jp/
http://www.hamashima-ss.co.jp/
https://e-sakaeya.jp/
https://www.niplo.co.jp/
http://www.yamagishi-s.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【岐阜県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

DAISEN株式会社 中津川市駒場町2-25 製造業 http://www.daisen-inc.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

美濃工業株式会社 中津川市中津川964-103 製造業 http://www.mino-in.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

ヤマガタヤ産業株式会社 羽島郡岐南町みやまち1-3 卸売業、小売業 https://ymg-s.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.daisen-inc.co.jp/
http://www.mino-in.co.jp/
https://ymg-s.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【静岡県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社イーシーセンター 富士市五貫島919 建設業 https://www.ec-center.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社イハラ製作所 浜松市北区新都田4丁目4-4 製造業 http://www.iharamfg.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

エイケン工業株式会社 御前崎市門屋1370 製造業 http://www.eiken-kk.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社エムテクノ 沼津市大岡3999-1 製造業 http://m-tecno.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社大川原製作所 榛原郡吉田町神戸1235 製造業 https://www.okawara.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１７年度

国本工業株式会社 浜松市浜北区染地台6-3-1 製造業 http://www.kunimotokogyo.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１９年度

株式会社クラベ 浜松市南区高塚町4830番地 製造業 http://www.kurabe.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社鈴勝 焼津市吉永1915 製造業 http://www.suzukatsu.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社関本管工 島田市船木3910-1 建設業 http://www.skan.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

第一工業株式会社 浜松市東区大島町955-9 製造業 http://www.daiichikogyo.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１９年度

大建産業株式会社 浜松市南区恩地町650番地 製造業 http://www.tokai.or.jp/daiken 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社トーヨーアサノ 沼津市原315番地の2 製造業 https://www.toyoasano.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社日本設計工業 浜松市北区大原町500 製造業 http://www.nissetsuko.co.jp/recruit/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

羽立化工株式会社 湖西市新所4494-30 製造業 https://www.hatachi.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.ec-center.co.jp/
http://www.iharamfg.co.jp/
http://www.eiken-kk.co.jp/
http://m-tecno.jp/
https://www.okawara.co.jp/
http://www.kunimotokogyo.co.jp/
http://www.kurabe.co.jp/
http://www.suzukatsu.co.jp/
http://www.skan.jp/
http://www.daiichikogyo.co.jp/
http://www.tokai.or.jp/daiken
https://www.toyoasano.co.jp/
http://www.nissetsuko.co.jp/recruit/
https://www.hatachi.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【静岡県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社ハマネツ 浜松市中区砂山町325-6 製造業 https://www.hamanetsu.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ヤナギハラメカックス 榛原郡吉田町住吉1541 製造業 https://www.y-mechax.com 地域未来牽引企業 ２０１８年度

やまと興業株式会社 浜松市浜北区横須賀1136 製造業 http://yamato-industrial.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

有限会社平野鋳造所 掛川市遊家336番地の15 製造業 https://www.hirano-chuzo.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ヨシモト印刷社 静岡市葵区安倍口新田393 製造業 http://www.yoshimoto-p.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.hamanetsu.co.jp/
https://www.y-mechax.com/
http://yamato-industrial.co.jp/
https://www.hirano-chuzo.co.jp/
http://www.yoshimoto-p.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【愛知県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

朝日理化株式会社 西浅井町尾ヶ山5番地96 製造業 https://www.asahi-rk.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

アルプススチール株式会社 名古屋市中川区月島町14-14 製造業 http://www.alps-steel.com
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１９年度

アルメック株式会社 豊明市前後町前後町三ツ谷1361 製造業 http://www.armec.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社エムアイシーグループ 西尾市道光寺町東縄65 製造業 https://www.micg.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社河村工機製作所 名古屋市緑区鳴海町字太鼓田4-1 製造業
http://www.kawamura-
koki.co.jp/jp/index.html

地域未来牽引企業 ２０１８年度

毎味水産株式会社 西尾市一色町坂田新田沖向103番地２ 製造業 http://kotomi-suisan.co.jp/company/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

榊原工業株式会社 西尾市一色町大塚赤西18-3 製造業 http://sk-shell.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

三和興産株式会社 一宮市木曽川町玉ノ井柳原280 建設業 https://www.sanwakousan.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社志水製作所 一宮市明地字南古城5-1 製造業 http://www.shimizu-seisakusyo.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社杉浦製作所 西尾市寺津町宮越22 製造業 http://www.ssc-ltd.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社スギヤス 高浜市本郷町4-3-21 製造業
http://bishamon.co.jp/company/company.htm
l

地域未来牽引企業 ２０１７年度

杉山重工株式会社 瀬戸市穴田町970-2 製造業 http://www.e-sugiyama.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社鈴木化学工業所 額田郡幸田町大字六栗字左右作2番地1 製造業 http://www.suzukikagaku.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

大和化成工業株式会社 岡崎市保母町字上平地1番地 製造業 http://daiwa-kasei.co.jp/company/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

辰巳屋興業株式会社 名古屋市昭和区白金三丁目20-15 卸売業、小売業 https://www.tmy-net.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ツルタ製作所 刈谷市一里山町南大根12-1 製造業 http://www.katch.ne.jp/~turutass/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

名古屋メッキ工業株式会社 名古屋市熱田区花表町16番11号 製造業 https://www.nagoya-mekki.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【愛知県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社西浦化学 蒲郡市浜町13-3 製造業 http://nisiura.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

日高工業株式会社 刈谷市一里山町柳原7-1 製造業 http://www.hidaka-kk.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社マルワ 名古屋市天白区平針四丁目211番地 製造業 http://www.maruwanet.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ヤマキ 西尾市寺津町四ノ割横道西１０-１ 製造業 http://www.yamaki-c.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社山田ドビー 一宮市玉野字下新田３５番地 製造業 http://www.yamadadobby.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

山八歯材工業株式会社 蒲郡市西浦町大知柄54-1 製造業 http://www.yamahachi-dental.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

由良海運株式会社 名古屋市港区名港2-5-6
サービス業
（他に分類されないもの）

http://www.yurakaiun.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社レーザックス 知立市新林町小深田７番地 製造業 http://www.laserx.co.jp/recruit/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://nisiura.co.jp/
http://www.hidaka-kk.jp/
http://www.maruwanet.co.jp/
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http://www.yamadadobby.co.jp/
http://www.yamahachi-dental.co.jp/
http://www.yurakaiun.co.jp/
http://www.laserx.co.jp/recruit/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【三重県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

旭電器工業株式会社 津市白塚町2856番地 製造業 http://www.asahidenki.biz/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

五十鈴電業株式会社 四日市市垂坂町98-2 製造業 https://isuzu-gr.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社エッチ・エム・イー 桑名市蓮花寺惣作425-1 製造業 http://hme.ne.jp/hme/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社オクムラ 松阪市曲町637-1 製造業 http://www.okumura.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社佐野テック 三重郡菰野町大字千草5051-9 製造業 https://www.sano-tec.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社フジ技研 いなべ市大安町鍋坂2262-8 製造業 http://www.fujigiken.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

前田運送株式会社 川越町亀崎新田120番地 運輸業、郵便業 https://www.maeda-t.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

マツオカ建機株式会社 三重郡川越町当新田17番地 不動産業、物品賃貸業 http://www.matsuokakenki.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

三重機械鉄工株式会社 四日市市楠町小倉1701 製造業 http://www.miekikai-hp.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１９年度

三重金属工業株式会社 津市半田564-1 製造業 https://www.miekin.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社山下組 志摩市志摩町和具799-2 建設業 http://www.ymstg.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１９年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【滋賀県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

キンキダンボール株式会社 草津市野路9-13-1 製造業 https://kinkidanboru.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社クリスタル光学 大津市今堅田3-4-25 製造業 https://www.crystal-opt.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

サガワ産業株式会社 栗東市下鈎679番地 製造業 http://www.sagawasangyou.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社笹川組 大津市打出浜13番15号 建設業 http://www.sasakawa.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社澤村 高島市勝野1108番地3 建設業 https://www.sawamura-shiga.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社昭建 大津市浜大津2-5-9 建設業 http://www.kk-shoken.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

新旭電子工業株式会社 高島市新旭町藁園2588番地 製造業 https://www.s-asahi.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社ナカサク 湖南市高松町1 製造業 http://www.nakasaku.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

日伸工業株式会社 大津市月輪1丁目1-1 製造業 http://www.nissinjpn.co.jp/
地域未来牽引企業
グローバルニッチトップ企業１００選

２０１７年度
２０２０年度

日本黒鉛工業株式会社 大津市唐橋町9番22号 製造業 http://www.n-kokuen.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ホリゾン 高島市新旭町1600 製造業 https://www.horizon.co.jp グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

山科精器株式会社 栗東市東坂525 製造業 https://www.yasec.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://kinkidanboru.com/
https://www.crystal-opt.co.jp/
http://www.sagawasangyou.com/
http://www.sasakawa.co.jp/
https://www.sawamura-shiga.co.jp/
http://www.kk-shoken.co.jp/
https://www.s-asahi.co.jp/
http://www.nakasaku.jp/
http://www.nissinjpn.co.jp/
http://www.n-kokuen.com/
https://www.horizon.co.jp/
https://www.yasec.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【京都府】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

有明産業株式会社 京都市伏見区東菱屋町428-2 製造業 http://ariakesangyo.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

佐々木化学薬品株式会社 京都市山科区勧修寺西北出町10 卸売業、小売業 https://www.sasaki-c.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社三笑堂 京都市南区上鳥羽大物町68 卸売業、小売業 http://www.sanshodoh.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社シオノ鋳工 与謝郡与謝野町字金屋1917-1 製造業 https://shiono-cast.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ShinSei 城陽市平川西六反40-1 製造業 https://www.mold-shinsei.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社積進 京丹後市峰山町長岡1750-1 製造業 https://www.sekishin.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１９年度

株式会社西田製作所 向日市森本町高田24番地 製造業 http://www.nishida-factory.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

二九精密機械工業株式会社 京都市南区唐橋経田町33-3 製造業 https://futaku.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社三橋製作所 京都市右京区山ノ内赤山町１ 製造業 http://www.mitsuhashi-corp.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://ariakesangyo.co.jp/
https://www.sasaki-c.co.jp/
http://www.sanshodoh.co.jp/
https://shiono-cast.com/
https://www.mold-shinsei.co.jp/
https://www.sekishin.co.jp/
http://www.nishida-factory.co.jp/
https://futaku.co.jp/
http://www.mitsuhashi-corp.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【大阪府】
事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

朝日エティック株式会社 大阪市福島区福島7-15-26 建設業 https://www.etic.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

植田基工株式会社 茨木市下井町11-3 建設業 http://www.uedakikou.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社エイワット 堺市美原区多治井20-1 建設業 https://eiwat.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社KMユナイテッド 大阪市都島区都島北通1-2-14 建設業
https://www.paintnavi.co.jp/kmunited/ca/beginn
er_worker/

地域未来牽引企業 ２０１６年度

ゴウダ株式会社
茨木市上郡2-13-14
ゴウダＣ＆Ｅビル４Ｆ

製造業 https://www.goda-j.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社高洋商会 岸和田市岸の丘町2-8-40 製造業 http://www.kouyou-shokai.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

サムテック株式会社 柏原市円明町1000-18 製造業 http://www.samtech.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

シーホネンス株式会社 大阪市東成区深江北3-10-17 卸売業、小売業 http://www.seahonence.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社新日本テック 大阪市鶴見区浜2-2-81 製造業 https://www.sntec.com 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社スタッフ 門真市新橋町１-４ 複合サービス事業 https://www.rd-stuff.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

大一電機株式会社 大阪市東成区玉津2-18-40 製造業 https://www.dai1denki.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

日光化成株式会社 大阪市北区大淀北1-6-41 製造業 http://www.nikkokasei.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１９年度

日本ワヰコ株式会社 大阪市生野区小路3丁目6-2 製造業 http://www.wico.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社パトライト
大阪市中央区久太郎町4-1-3
大阪御堂筋ビル7F

製造業
https://www.patlite.co.jp/saiyo/welcome/index.h
tml

グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

フィガロ技研株式会社 箕面市船場西1-5-11 製造業 https://www.figaro.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

松浪硝子工業株式会社 岸和田市八阪町2-1-10 製造業 http://www.matsunami-glass.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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https://www.patlite.co.jp/saiyo/welcome/index.html
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http://www.matsunami-glass.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【大阪府】
事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

森興産株式会社 大阪市中央区南船場1-4-11
サービス業
（他に分類されないもの）

https://www.iiwasabi.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

ヤマコー株式会社 東大阪市加納4-3-26 製造業 https://www.yamaco-forging.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社横井製作所 枚方市招提大谷2-17-1 製造業 https://yokoi.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.iiwasabi.com/
https://www.yamaco-forging.co.jp/
https://yokoi.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【兵庫県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

伊東電機株式会社 加西市朝妻町1146-2 製造業 https://www.itohdenki.co.jp
地域未来牽引企業
グローバルニッチトップ企業１００選

２０１７年度
２０２０年度

株式会社奥谷金網製作所 神戸市中央区相生町4-5-5 製造業 https://www.okutanikanaami.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社キド 洲本市納201番地 製造業 http://www.kido-corp.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

旭光電機株式会社 神戸市兵庫区荒田町1丁目2-4 製造業 http://www.kyokko.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

三陽工業株式会社 明石市大久保町江井島1388
サービス業
（他に分類されないもの）

http://sanyou-ind.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

昭和瀝青工業株式会社 姫路市北条口四丁目２６番地 製造業 https://www.shoreki.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社精和工業所 伊丹市北本町3-105 製造業 http://www.seiwa-ic.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

トクセン工業株式会社 小野市住吉町南山1081番地 製造業 http://www.tokusen.co.jp/index.html 地域未来牽引企業 ２０１８年度

日本テクノロジーソリューション株式会社 神戸市中央区港島南町7-2-8 製造業 https://www.solution.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１８年度

大和製衡株式会社 明石市茶園場町5-22 製造業 https://www.yamato-scale.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社横山基礎工事 佐用郡佐用町真盛385-2 建設業 https://www.yokoyamakiso.co.jp/index.html 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.itohdenki.co.jp/
https://www.okutanikanaami.co.jp/
http://www.kido-corp.com/
http://www.kyokko.co.jp/
http://sanyou-ind.co.jp/
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http://www.seiwa-ic.co.jp/
http://www.tokusen.co.jp/index.html
https://www.solution.co.jp/
https://www.yamato-scale.co.jp/
https://www.yokoyamakiso.co.jp/index.html


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【奈良県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社エフ・エー・テック
五條市住川町１３７３番地
テクノパーク・なら工業団地

製造業 http://www.fatec.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社M.T.C 大和高田市大字大谷122番地 製造業 http://www.mtc-nara.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

大浦貴金属工業株式会社 奈良市西ノ京町284番地 製造業 https://www.ohura.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社カワタテック 桜井市橋本48-1 製造業 http://kawatatec.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

佐藤薬品工業株式会社 橿原市観音寺町9-2 製造業 http://www.sato-yakuhin.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

日ポリ化工株式会社 山辺郡山添村切幡126番地の4 製造業 https://www.nippori.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

富士運輸株式会社 奈良市北之庄町723-13 運輸業、郵便業 http://www.fujitransport.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社みやまえ 生駒郡平群町西宮2-12-36 製造業 http://www.miyamae-ginger.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

名阪食品株式会社 桜井市大字吉備452-7 飲食サービス業 https://www.meihan-shokuhin.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.fatec.co.jp/
http://www.mtc-nara.co.jp/
https://www.ohura.co.jp/
http://kawatatec.co.jp/
http://www.sato-yakuhin.co.jp/
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【和歌山県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社オプラス 和歌山市小倉411-18 運輸業、郵便業 https://www.oplus-inc.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

紀州ファスナー工業株式会社 御坊市塩屋町北塩屋521-1 製造業 https://www.kishuf.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

紀陽除虫菊株式会社 海南市下津町1135 製造業 http://kiyou-jochugiku.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

南海砂利株式会社 橋本市学文路191-2 鉱業、採石業、砂利採取業 http://www.nankai-jari.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社プラス 田辺市宝来町17-12 卸売業、小売業 http://plusnet.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

ヨシダエルシス株式会社 御坊市藤田町吉田155 製造業 http://www.yoshida-lsys.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://www.oplus-inc.com/
https://www.kishuf.co.jp/
http://kiyou-jochugiku.co.jp/
http://www.nankai-jari.co.jp/
http://plusnet.co.jp/
http://www.yoshida-lsys.com/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【鳥取県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社アサヒメッキ 鳥取市南栄町1 製造業 https://asahimekki.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社菊水フォージング 米子市夜見町2923番地 製造業 http://www.kikusui.org/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

サンイン技術コンサルタント株式会社 米子市昭和町25-1
学術研究、専門・技術サー
ビス業

https://www.sanin-gc.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

三光ホールディングス株式会社 境港市昭和町５-１７
サービス業
（他に分類されないもの）

https://sanko-hd.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

瑞光明有限会社 琴浦町箆津160-1 製造業 http://zuikoumei.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社タブチ 鳥取市南栄町33-6 製造業 https://tabuchi-tottori.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社チュウブ 東伯郡琴浦町逢束1061-6 建設業 http://www.danketurf.com 地域未来牽引企業 ２０１７年度

千代電子工業株式会社 八頭郡智頭町智頭1861-1 製造業 http://www.chiyodenshi.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社鳥取スター電機 鳥取市南吉方2-20 製造業 http://tottoristar.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://asahimekki.jp/
http://www.kikusui.org/
https://www.sanin-gc.co.jp/
https://sanko-hd.co.jp/
http://zuikoumei.co.jp/
https://tabuchi-tottori.co.jp/
http://www.danketurf.com/
http://www.chiyodenshi.co.jp/
http://tottoristar.co.jp/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【島根県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

浅利観光株式会社 松江市西茶町40-1 宿泊業 http://new.matsue-urban.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社佐藤組 松江市堂形町737-3 建設業 http://www.satohgumi.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

須山木材株式会社 出雲市白枝町139 卸売業、小売業 http://www.suyamalumber.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社中筋組 出雲市姫原町262 建設業 https://www.nakasuji.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

福間商事株式会社 出雲市長浜町1372-8 卸売業、小売業 http://www.fukuma-shoji.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社藤井基礎設計事務所 松江市東津田町1349
学術研究、専門・
技術サービス業

http://www.fujii-kiso.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社美都森林 益田市美都町都茂1076 農業、林業 https://mitoshin.net/forest/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://new.matsue-urban.co.jp/
http://www.satohgumi.co.jp/
http://www.suyamalumber.co.jp/
https://www.nakasuji.co.jp/
http://www.fukuma-shoji.co.jp/
http://www.fujii-kiso.co.jp/
https://mitoshin.net/forest/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【岡山県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

IKOMAロボテック株式会社 津山市戸島634-28 製造業 http://www.ikoma-rb.com/index.html 地域未来牽引企業 ２０１７年度

井原精機株式会社 井原市上出部町431-3 製造業 https://www.ibaraseiki.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社岡山製紙 岡山市南区浜野1-4-34 製造業 http://www.okayamaseishi.co.jp/index.html 地域未来牽引企業 ２０２０年度

菅田株式会社 津山市川崎1902-3 卸売業、小売業 https://www.jkanda.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社ショウエイ 美作市古町701-1 製造業 https://syoei-kk.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社タック 備前市吉永町南方1073 製造業 http://www.tac-co.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

藤森運輸株式会社 倉敷市児島田の口7-6-19 運輸業、郵便業 https://www.fujimoriunyu.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社マルイ 津山市上河原209-4 卸売業、小売業 http://www.maruilife.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１９年度

株式会社ラピート 赤磐市小瀬木50-19 製造業 http://www.rapiit.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社WORK SMILE LABO 岡山市南区福浜町15-10 卸売業、小売業 https://wakusuma.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.ikoma-rb.com/index.html
https://www.ibaraseiki.co.jp/
http://www.okayamaseishi.co.jp/index.html
https://www.jkanda.co.jp/
https://syoei-kk.jp/
http://www.tac-co.com/
https://www.fujimoriunyu.co.jp/
http://www.maruilife.co.jp/
http://www.rapiit.com/
https://wakusuma.com/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【広島県】
事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

アクト中食株式会社 広島市西区草津港2丁目６番６０号 卸売業、小売業 https://www.act-cs.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

大木建設株式会社 福山市新市町戸手626-1 建設業 https://www.ohki-kensetsu.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社栄工社 福山市南町7-27 卸売業、小売業 http://www.eikosha.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社熊平製作所 広島市南区宇品東2-1-42 製造業 https://www.kumahira.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社ダック 広島市中区鶴見町4-25 建設業 http://dacjp.com/index2.html 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社白鳳堂 安芸郡熊野町城之堀7-10-9 製造業 https://www.hakuho-do.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ハマダ 安芸郡府中町茂陰1丁目9番41号 製造業 http://www.kk-hamada.co.jp/index.html 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社ヒロテック 広島市佐伯区石内南5-2-1 製造業 https://www.hirotec.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１９年度

深江特殊鋼株式会社 福山市曙町二丁目3-17 卸売業、小売業 https://www.fukae.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

福徳技研株式会社 広島市中区東千田町2-3-26 建設業 https://www.fukutoku-group.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社藤崎商会 広島市中区江波南2-10-6 製造業 http://fujisaki-shokai.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

ヤマモトロックマシン株式会社 庄原市東城町川西424-1 製造業 http://www.yrm.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ユニタック 尾道市美ノ郷町本郷1-60 製造業 https://unitac.net 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ワイテック 安芸郡海田町曽田3-74 製造業 http://www.ytec-gr.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【山口県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社伊藤 光市浅江6丁目18-19 製造業 https://k-itoh.com/index.html 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社木原製作所 山口市秋穂西３１０６番地の１ 製造業 http://www.kiharaworks.com 地域未来牽引企業 ２０１８年度

旭洋造船株式会社 下関市長府港町8-7 製造業 https://www.kyokuyoshipyard.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

古賀産業株式会社 下関市彦島迫町1-4-10 製造業 http://koga-sangyo.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ストロベリーメディアアーツ 下関市一の宮町3-11-4
サービス業
（他に分類されないもの）

https://www.smacom.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

西峰テクノス株式会社 光市大字小周防1102-4 建設業 http://seiho-t.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社安成工務店 下関市綾羅木新町3-7-1 建設業 https://www.yasunari-komuten.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

https://k-itoh.com/index.html
http://www.kiharaworks.com/
https://www.kyokuyoshipyard.com/
http://koga-sangyo.com/
https://www.smacom.jp/
http://seiho-t.jp/
https://www.yasunari-komuten.com/


新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【徳島県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

アクサス株式会社 徳島市山城西4-2 卸売業、小売業 http://www.axas.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

東海運株式会社 徳島市川内町平石流通団地63番地 運輸業、郵便業 https://www.azumakaiun.work/recruit/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

大塚テクノ株式会社 鳴門市瀬戸町明神字板屋島120番1 製造業 https://www.otsuka-techno.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社セツロテック
徳島市蔵本町3-18-15
藤井節郎記念医科学センター5F

製造業 http://www.setsurotech.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

徳真電機工業株式会社 板野郡藍住町富吉字須崎17-32 製造業 https://tokushin-me.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

富士スレート株式会社 板野郡北島町太郎八須字新開1-32 製造業 http://fujislate.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社フジタ建設コンサルタント 板野郡北島町鯛浜字原87-1
学術研究、専門・技
術サービス業

https://fujitacc.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.axas.co.jp/
https://www.azumakaiun.work/recruit/
https://www.otsuka-techno.co.jp/
http://www.setsurotech.com/
https://tokushin-me.com/
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【香川県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

葵機工株式会社 高松市朝日町3-7-5 製造業 http://www.aoikikou.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

泉鋼業株式会社 高松市朝日町5-2-3 製造業 http://www.izumi-steel.co.jp グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社オールインワン 東かがわ市三本松2466 製造業 http://all-in-one.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社香西鉄工所 高松市春日町1286-10 製造業 http://www.kozai-iron.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

伸興電線株式会社 さぬき市志度1298-12 製造業 http://www.shinko-ew.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

有限会社ジェム 観音寺市栄町1-4-10 教育、学習支援業 https://www.gemschool.com
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１７年度

大豊産業株式会社 高松市寿町1-1-12 卸売業、小売業 http://www.taihos.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

帝國製薬株式会社 東かがわ市三本松567番地 製造業 https://www.teikoku.co.jp/ グローバルニッチトップ企業１００選 ２０２０年度

株式会社トーコー 東かがわ市横内689-1 製造業 https://www.k-toko.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

徳寿工業株式会社 高松市福岡町2-5-10 建設業 https://www.tokuju.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社パブリック 観音寺市大野原町福田原241-1
サービス業
（他に分類されないもの）

https://www.public-g.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社村上組 高松市東ハゼ町877 建設業 http://www.murakamigumi.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【愛媛県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社アイテック 大洲市新谷乙1382 製造業 http://www.aitec-dc.com 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社宇和島プロジェクト 宇和島市坂下津甲94-13 製造業 http://www.project-u.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

愛媛製紙株式会社 四国中央市村松町370 製造業 http://www.ehimepaper.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社大亀製作所 松山市小栗5-9-8 製造業 http://www.okame.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

大森商機株式会社 松山市空港通3-9-6 卸売業、小売業 https://omsyouki.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社キクノ 松山市大手町1-8-8 製造業 https://www.kikuno.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社田口工業所 新居浜市沢津町1-2-45 製造業 http://taguchi-ind.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社富士印刷 四国中央市川之江町長須192 製造業 https://www.fuji-print.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

森実運輸株式会社 新居浜市惣開町2番13号 運輸業、郵便業 http://www.morizane.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【高知県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社小谷穀粉 高知市高須1丁目14 製造業 https://www.osk-odani.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

菊水酒造株式会社 安芸市本町4-6-25 製造業 http://www.tosa-kikusui.co.jp
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１３年度

株式会社坂田信夫商店 香美市土佐山田町宝町4-91-4 製造業 https://www.kochi-sakata.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

ツカサ重機株式会社 高知市長浜5033番地21 製造業 https://www.tsukasa-juki.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ファースト・コラボレーション 高知市伊勢崎町11-10 不動産業、物品賃貸業 http://www.first-1.jp
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１４年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【福岡県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

上野精機株式会社 遠賀郡水巻町下二西1-2-18 製造業 https://www.ueno-seiki.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社オークマ 朝倉市菱野1548 製造業 http://www.o-kuma.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社小倉縞縞 北九州市小倉北区大手町3-1-1F 卸売業、小売業 http://shima-shima.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社サニクリーン九州 福岡市博多区半道橋1-17-41
サービス業
（他に分類されないもの）

https://www.skkyu.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

新日本非破壊検査株式会社 北九州市小倉北区井堀4-10-13
学術研究、専門・技術サー
ビス業

http://www.shk-k.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社太平環境科学センター 福岡市博多区金の隈2-2-31
学術研究、専門・技術サー
ビス業

http://www.taihei-esc.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社タケシタ 三潴郡大木町大字大藪871番地 製造業 https://www.takeshita.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社筑豊製作所 新宮町的野741-1 製造業 http://chiku.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社どんどんライス 筑後市長浜729-1 製造業 http://www.dondonrice.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

中島物産株式会社 大牟田市不知火町2丁目7-1 卸売業、小売業 http://www.nakashimabussan.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社冨士機 福岡市博多区博多駅東1-10-30 製造業 http://www.kk-fujiki.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社ペンシル 福岡市中央区天神1-3-38-5F 情報通信業 https://www.pencil.co.jp/
ダイバーシティ経営企業１００選
/新・ダイバーシティ経営企業１００選

２０１７年度

松本工業株式会社 北九州市小倉北区三萩野1丁目2番5号 製造業 http://www.matsumoto-kk.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【佐賀県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社一ノ瀬畜産 嬉野市塩田町大字久間乙2577-1 卸売業、小売業 http://ichinosechikusan.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

ケイエスケイツール株式会社 佐賀市久保田町大字久保田1512 製造業 http://www.q-seimitsu.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

武井電機工業株式会社 三養基郡みやき町江口2617 製造業 http://www.takei-ele.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ニシキ 鳥栖市酒井西町634-1 製造業 https://www.nishiki-tpt.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

レグナテック株式会社 佐賀市諸富町大字山領266-1 製造業 https://www.legnatec.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【長崎県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社ウヱノ 長崎市目覚町5-1 建設業 https://www.ueno-inc.com 地域未来牽引企業 ２０１９年度

大阪鋼管株式会社 佐世保市針尾北町813-1 製造業 http://www.osaka-kokan.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

粕谷製網株式会社 諫早市川内町485番地 製造業 http://www.kasutani.com 地域未来牽引企業 ２０１６年度

株式会社ケンコー 西彼杵郡時津町西時津郷1000-216 建設業 http://www.kenko-g.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社西海建設 長崎市興善町2-8 建設業 https://www.saikai-grp.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

佐世保港湾運輸株式会社 佐世保市万津町7-47 運輸業、郵便業 http://sasebo-kowan.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社西日本流体技研 佐世保市小佐々町黒石339-30 製造業 http://fel.ne.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社丸協食産 佐世保市大塔町2002-10 製造業 http://www.maru-kyo.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【熊本県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社旭製作所 荒尾市高浜1978 製造業 https://www.theglassplant.com/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社エイムテック 熊本市東区戸島町920-3 製造業 https://www.aim-tech.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社緒方エッグファーム 合志市合生2121-1 農業、林業 http://www.ogataegg.jp 地域未来牽引企業 ２０１９年度

株式会社尾上建設 上益城郡山都町千滝222-1 建設業 https://www.ogami.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社オジックテクノロジーズ 熊本市西区上熊本2-9-9 製造業 http://www.ogic.ne.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社共同 合志市栄3766-24 運輸業、郵便業 http://www.kyodo-logi.com/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社くまもと健康支援研究所 熊本市東区神園2丁目1番1号 4階
サービス業
（他に分類されないもの）

http://www.kwsi.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

熊本酸素株式会社 熊本市北区下硯川町2205 卸売業、小売業 http://www.kumasan.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

有限会社坂本石灰工業所 玉名市下273-1 製造業 http://sakamoto-lime.com/new/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社マークス 熊本市北区貢町780-12 製造業 http://www.marks.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

米善機工株式会社 熊本市中央区十禅寺1-4-80 卸売業、小売業 https://www.yonezen.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【大分県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社大分サービス 大分市西新地1丁目32番1号 建設業 http://www.oita-service.com 地域未来牽引企業 ２０１８年度

大分石油株式会社 王子港町1番14号 卸売業、小売業 https://www.oitasekiyu.co.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社テクノコンサルタント 大分市三佐1-5-14
学術研究、専門・
技術サービス業

http://www.oita-techno.com/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

日本フォレスト株式会社 日田市諸留町2813-22 製造業 http://www.n-forest.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html

http://www.oita-service.com/
https://www.oitasekiyu.co.jp/
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【宮崎県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

えびの電子工業株式会社 えびの市大字上江670番地 製造業 http://www.ebinodensi.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社河北 児湯郡都農町川北4884 建設業 http://www.kawakitanet.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

キムラ漬物宮崎工業株式会社 児湯郡新富町上富田8935 製造業 https://kimura-tsukemono.com 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社くしまアオイファーム 串間市大字奈留6564-12 農業、林業 https://aoifarm-gr.com/ 地域未来牽引企業 ２０１９年度

株式会社興電舎 延岡市浜町222-1 建設業 http://www.kodensya.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

株式会社新原産業 北諸県郡三股町蓼池4450 卸売業、小売業 http://www.niihara.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社花菱塗装技研工業 延岡市大武町39-70 製造業 http://www.hanabisi.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

福栄産業株式会社 西都市大字鹿野田11365-2 製造業 http://www.fukuei-net.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１９年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【鹿児島県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

キリシマ精工株式会社 霧島市国分川原918-7 製造業 www.kirishima-seiko.jp 地域未来牽引企業 ２０２０年度

株式会社さかうえ 志布志市志布志町安楽2873-4 農業、林業 http://www.sakaue-farm.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

サツマ酸素工業株式会社 鹿児島市東開町3-42 卸売業、小売業 http://www.satsumao2.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

有限会社サンエッグ 南九州市知覧町東別府17150 農業、林業 http://www.sunegg.co.jp 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社マルハチ・テクノロジー 枕崎市白沢北町800番地 製造業 https://www.maruhachi-technology.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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新卒採用継続企業一覧（２０２０．１１）

※公表情報は、企業からご回答いただいた時点のものです。

【沖縄県】

事業者名 住所 業種 URL 選定リスト 選定年度

株式会社久米電装 那覇市久米2-16-25 建設業 https://www.kumedenso.co.jp/contact/ 地域未来牽引企業 ２０１７年度

株式会社ノイズ・バリュー社
那覇市銘苅2-4-35
アーバンプラネットビル3階

学術研究、専門・
技術サービス業

http://noisevalue.co.jp/ 地域未来牽引企業 ２０２０年度

農業生産法人 有限会社伊盛牧場 石垣市新川1510-67 農業、林業 https://mirumiru1583.com/info/ 地域未来牽引企業 ２０１８年度

※最新情報は下記URLからご確認ください。 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/saiyou/saiyou.html
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